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 「 内部統制シ ス テ ム 構築の 基本方針」 の 見直し に つ い て   

 
 当社は、2008年3月26日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の見

直しを決議いたしました。 

今回の見直しの目的及び変更の内容は下記に記載のとおりです。 

また、本見直し後における「内部統制システム構築の基本方針」の内容は、末尾添付のとおり

です。 

 
記 

 

１．見直しの目的 

（１） コンプライアンス体制の一層の強化を図るため、「取締役および従業員の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」に、反社会的勢力との関

係遮断について明記する。 

（２） リスクマネジメント態勢の一層の強化を図るため、「損失の危険の管理に関する規

程その他の体制」他に、グループ全体のトータル・リスクマネジメント態勢の整備

と、その推進体制について詳細に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。 

（下線  は変更部分） 

現    行 改  訂  後 

平成１８年５月１９日 

 

 

 

内部統制システム構築の基本方針 

 

（前文省略） 

 

２００８年３月２６日 

改訂版 

 

 

内部統制システム構築の基本方針 

 

（現行どおり） 

 

１．取締役および従業員の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制 

 

(1) 平成16年6月 2日に制定した「オートバックスグ

ループ行動規範と行動指針」に基づき、役員および従

業員は高い倫理観をもって事業活動に取り組みます。 

 

(2) 取締役会は、コンプライアンスを中心としたリスク

管理体制と一体となった内部統制システムの整備を

行うため、「内部統制システム構築マスタープラン」

を定めるとともに、社内組織「内部統制プロジェクト

（仮）」を設置し、監視・改善を繰り返すことで内部

統制システムの構築・維持・向上を推進します。 

 

(3) （省  略） 

(4) （省  略） 

(5) 内部監査部門である監査部は、内部統制システムが

有効に機能しているか監査します。  

(6) コンプライアンス統括責任者（ＣＥＯ）及びコンプ

ライアンス担当部門、さらには法令違反その他のコン

プライアンスに関する通報制度として、外部の委託会

社に直接通報できる「オレンジホットライン」（グル

ープ内通報制度）を更に活用し、役員および従業員の

コンプライアンス意識の維持・向上を図ります。 

 

 

 

(7) （省  略） 

（新  設） 

１．取締役および従業員の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制 

 

(1) 2004年6月2日に制定し、2008年3月26日に改訂

した「オートバックスグループ行動規範と行動指針」

に基づき、取締役、オフィサーおよび従業員は高い倫

理観をもって事業活動に取り組みます。 

(2) 取締役会は、コンプライアンスを中心としたリスク

管理体制と一体となった内部統制システムの整備を

行うため、「内部統制システム構築マスタープラン」

を定めるとともに、社内組織「内部統制システム構築

プロジェクト」を設置し、監視・改善を繰り返すこと

で内部統制システムの構築・維持・向上を推進しま

す。 

(3) （現行どおり） 

(4) （現行どおり） 

(5) 内部監査部門は、内部統制システムが有効に機能し

ているか監査します。  

(6) コンプライアンスに係る社内規程を定め、これに基

づいて統括責任者として担当オフィサー（ＣＥＯ）を

置き、その所轄下に事務局機能を有するコンプライア

ンス担当部門を設けて全社的な管理を行います。さら

には法令違反その他のコンプライアンスに関する通

報制度として、外部の委託会社に直接通報できる「オ

レンジホットライン」（グループ内通報制度）を活用

し、取締役、オフィサーおよび従業員のコンプライア

ンス意識の維持・向上を図ります。 

(7) （現行どおり） 

(8) 市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な

発展を阻害する反社会的勢力に対しては、断固たる姿

勢で臨み、一切の関係を遮断し、不当な要求は拒絶し

ます。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関

する体制 

 

（省  略） 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関

する体制 

 

（現行どおり） 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

(1) 経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルかつ適

切に認識、評価する体制を整備するとともに、リスク

管理に関連する規程を整備し、平時における事前予防

体制を整備します。 

 

 

（新  設） 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

(1) 経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルかつ適

切に認識、評価するグループ全体のトータル・リスク

マネジメント態勢を整備するとともに、その有効性・

適切性を維持するための統合リスク管理基本方針と

リスク管理に関する基本規程を制定し、平時における

事前予防態勢を推進していきます。 

(2) リスクマネジメント推進態勢は、リスクマネジメン



現    行 改  訂  後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生し又は発

生する恐れが生じた場合の体制を事前に整備し、有事

の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じま

す。 

（新  設） 

 

 

 

 

 

(3) 業務プロセスにおけるＩＴの適切な利用を通じて、

業務の適正性を確保します。 

(4) 内部監査部門である監査室は、リスク管理体制の実

効性について監査します。 

 

ト委員会、リスクマネジメント委員会事務局、リスク

マネジメント・タスクフォースから成り、ＣＥＯを委

員長とする取締役で構成するリスクマネジメント委

員会はリスクマネジメント年度方針を策定し、その方

針に沿ってオフィサーまたは部門長がリスクマネジ

メント責任者となり各部門ごとにリスクの棚卸し、ア

セスメント及び対策を推進します。また、リスクマネ

ジメント・タスクフォースは、全社的なリスクへの対

応を部門横断的に推進します。 

(3) 経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生し又は発

生する恐れが生じた場合の危機管理態勢を事前に整

備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策

を講じます。 

(4) 危機管理態勢として、重大事案報告マニュアルを策

定し、有事の際には、代表取締役ＣＥＯを危機管理対

策本部長とする危機管理対策本部を設置します。危機

管理対策本部は、経営危機発生後の被害拡大防止や損

害・損失の極小化のための対策を策定し、迅速かつ適

切な対応を行うことを主な役割とします。 

(5) 業務プロセスにおけるＩＴの適切な利用を通じて、

業務の適正性を確保します。 

(6) 内部監査部門は、リスク管理体制の実効性について

監査します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制 

 

(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制の基礎として、「取締役会」を月 1回

定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催する

ものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重

要事項については、事前に「経営会議」において議論

を行い、その審議を経ることで質の高い議論により取

締役会での経営の意思決定を行います。 

 

 

(2) （省  略） 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制 

 

(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制の基礎として、「取締役会」を月 1回

定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催する

ものとします。また、当社の経営方針および経営戦略

に関わる重要事項については、事前に「経営会議」に

おいて議論を行い、その審議を経ることでリスクの棚

卸し、アセスメント及び対策を行い、重要な判断材料

の提供を行うことで、質の高い議論による取締役会で

の経営の意思決定を行います。 

(2) （現行どおり） 

 

５．当社およびその子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制 

 

(1) （省  略） 

(2) （省  略） 

(3) （省  略） 

(4) 内部監査部門である監査室は、当社および子会社の

業務の適正性について監査します。 

 

５．当社およびその子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制 

 

(1) （現行どおり） 

(2) （現行どおり） 

(3) （現行どおり） 

(4) 内部監査部門は、当社および子会社の業務の適正性

について監査します。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを

求めた場合における当該従業員に関する事項 

 

（省  略） 

 

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを

求めた場合における当該従業員に関する事項 

 

（現行どおり） 

 

７．前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

 

（省  略） 

 

７．前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

 

（現行どおり） 

 



現    行 改  訂  後 

８．取締役および従業員が監査役に報告するための体制

その他の監査役への報告に関する体制 

 

（省  略） 

 

８．取締役および従業員が監査役に報告するための体制

その他の監査役への報告に関する体制 

 

（現行どおり） 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保

するための体制 

 

（省  略） 

 

以 上 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保

するための体制 

 

（現行どおり） 

 

以 上 

 
以  上 

 



（添付資料） 
２００８年３月２６日 

改訂版 

 

 

内部統制シ ス テ ム 構築の 基本方針 

 

当社は、カー用品販売事業、車検・整備事業および車販売事業を中核とした事業領域において、

フランチャイズシステムを通じ様々な商品・サービスを数多くの顧客に対して提供しており、「オ

ートバックス」ブランドの維持・向上が不可欠であることから、業績の向上を目指すだけではな

く、日々の業務の適正性に係る管理体制を整備することで社会的責任を果たすことにより、あら

ゆるステークホルダーの更なる支持と信頼を獲得する「ブランド力強化」に継続的に取り組むこ

とが経営の最重要課題と認識しています。 

 

よって、日々の業務の適正性に係る管理体制を整備するため、業務の有効性及び効率性、財務

諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として、会社法３６２条第５項及び

同法同条第４項第６号並びに会社法施行規則第１００条第１項及び同規則同条第３項の規定に従

い、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決定します。 

 

 

１．取締役および従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

(1) 2004年6月2日に制定し、2008年3月26日に改訂した「オートバックスグループ行動規

範と行動指針」に基づき、取締役、オフィサーおよび従業員は高い倫理観をもって事業活

動に取り組みます。 

(2) 取締役会は、コンプライアンスを中心としたリスク管理体制と一体となった内部統制シス

テムの整備を行うため、「内部統制システム構築マスタープラン」を定めるとともに、社内

組織「内部統制システム構築プロジェクト」を設置し、監視・改善を繰り返すことで内部

統制システムの構築・維持・向上を推進します。 

(3) 社外取締役を継続して選任すること、またオフィサー制導入に伴う執行と監督の分離を図

ることにより、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上を図ります。 

(4) 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務

執行を監査します。 

(5) 内部監査部門は、内部統制システムが有効に機能しているか監査します。  

(6) コンプライアンスに係る社内規程を定め、これに基づいて統括責任者として担当オフィサ

ー（ＣＥＯ）を置き、その所轄下に事務局機能を有するコンプライアンス担当部門を設け

て全社的な管理を行います。さらには法令違反その他のコンプライアンスに関する通報制

度として、外部の委託会社に直接通報できる「オレンジホットライン」（グループ内通報制

度）を活用し、取締役、オフィサーおよび従業員のコンプライアンス意識の維持・向上を



図ります。 

(7) 当社の事業に適用される法令等を識別し、その内容を関連部署に周知徹底することにより

法的要求事項を遵守する基盤を整備します。 

(8) 市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な発展を阻害する反社会的勢力に対して

は、断固たる姿勢で臨み、一切の関係を遮断し、不当な要求は拒絶します。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

「取締役会」、オフィサーによって構成される「経営会議」その他の重要な会議における意

思決定に係る情報、代表取締役ＣＥＯその他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務お

よびリスク・コンプライアンスに関する情報について、法令・定款および社内規程等に基

づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、

必要に応じて閲覧可能な状態を維持します。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

(1) 経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルかつ適切に認識、評価するグループ全体のト

ータル・リスクマネジメント態勢を整備するとともに、その有効性・適切性を維持するた

めの統合リスク管理基本方針とリスク管理に関する基本規程を制定し、平時における事前

予防態勢を推進していきます。 

(2) リスクマネジメント推進態勢は、リスクマネジメント委員会、リスクマネジメント委員会

事務局、リスクマネジメント・タスクフォースから成り、ＣＥＯを委員長とする取締役で

構成するリスクマネジメント委員会はリスクマネジメント年度方針を策定し、その方針に

沿ってオフィサーまたは部門長がリスクマネジメント責任者となり各部門ごとにリスクの

棚卸し、アセスメント及び対策を推進します。また、リスクマネジメント・タスクフォー

スは、全社的なリスクへの対応を部門横断的に推進します。 

(3) 経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生し又は発生する恐れが生じた場合の危機管理態

勢を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じます。 

(4) 危機管理態勢として、重大事案報告マニュアルを策定し、有事の際には、代表取締役ＣＥ

Ｏを危機管理対策本部長とする危機管理対策本部を設置します。危機管理対策本部は、経

営危機発生後の被害拡大防止や損害・損失の極小化のための対策を策定し、迅速かつ適切

な対応を行うことを主な役割とします。 

(5) 業務プロセスにおけるＩＴの適切な利用を通じて、業務の適正性を確保します。 

(6) 内部監査部門は、リスク管理体制の実効性について監査します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、「取締

役会」を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催するものとします。また、

当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に「経営会議」におい



て議論を行い、その審議を経ることでリスクの棚卸し、アセスメント及び対策を行い、重

要な判断材料の提供を行うことで、質の高い議論による取締役会での経営の意思決定を行

います。 

(2) オフィサー制導入により、業務の執行と監督の分離を図ることで、取締役による監督機能

への専念できる体制整備に取り組んでおり、更なる取締役の職務の効率化を推進します。 

 

５．当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

(1) 当社は、グループ会社（子会社、関連会社、その他フランチャイズチェン法人）との緊密

な連携に努めます。 

(2) 子会社の独立性を尊重しつつ、子会社管理の基本方針および運営方針を策定します。 

(3) 当社および子会社の業務の有効な範囲において、ＩＴの適切な利用を通じ、業務の適正性

を確保します。 

(4) 内部監査部門は、当社および子会社の業務の適正性について監査します。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関

する事項 

 

取締役は、監査役会から求めがあった場合には、監査役の職務を補助する従業員として適

切な人材を配置します。 

 

７．前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

 

監査役の職務を補助する従業員の人事考課は監査役会が行い、人事異動については監査役

と取締役が協議します。 

 

８．取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体

制 

 

(1) 監査役の職務の効率的な遂行のため、取締役、オフィサーおよび従業員は、会社経営およ

び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告します。 

(2) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は直ち

に監査役会に報告します。 

(3) 監査役への報告は、誠実に洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の

都度遅滞なく行います。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

(1) 監査役は、監査役の職責である取締役の職務執行の監査および監査体制の整備のため、重

要な場として代表取締役と定期的に会合を開催し、相互認識と信頼関係を深めます。 



(2) 監査役は、「取締役会」だけではなく、「経営会議」その他の重要な会議に参加し、取締役、

オフィサーおよび従業員の業務執行内容を適時に把握することにより、より効率的な職務

の遂行を可能にします。 

(3) 監査役はいつでも必要に応じて、取締役、オフィサーおよび従業員に対して報告を求める

ことができます。 

(4) 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社等の取締役、監査役または

内部監査部門との意思疎通、情報収集・交換が適切に行えるよう協力します。 

(5) 取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会

計士等の外部専門家との連携が図れるよう環境を整備します。 
 
 

以上 
 
 
 


